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ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）を考える会 第 2回会議（グループ討議） 

 

日時：平成 24年 3月 7日（水）18:30～20:27  

場所：ときわ湖水ホール ミーティングルーム 

＜グループ①討議記録＞ 

【進行】まず、この班のテーマを決めたいと思います。事務局から示されたテーマは、後

ろ向きなものが多いので、これにこだわらず、この班独自のテーマを決めたいと思います。 

【会員】税金で運用していくことが、市民の同意であるという立場でものを言われている

様だが、お年寄りの中には、生活を削ってまで訳のわからない彫刻になぜ金を出すのかと

いう人もいる。そのような見方の市民もいるということだ。私としては、続けてやってほ

しいが、一貫したテーマとして、経済的な独立性、透明性が必要。市民による財団法人を

作って、市と協議しながら運営していくというのがいいと思う。 

市民による市民のための運動として位置づけるような、世界に向かって発信できるビエン

ナーレになってほしい。世界の美術品を集め、財団の原資として商売することも考える必

要がある。 

【進行】運営についてのご意見ということでよろしいでしょうか。 

その他に何点か出していただきたいと思います。最初にしっかりとテーマを決めておきた

いと思います。 

【会員】他は止めているというのはいいチャンス。より良い方向に向くよう話をしていき

たい。 

【会員】前回の会議が前向きな意見が多かったのに、示されたテーマが後ろ向きになって

いる。発展的な議論をしていきたいと思う。いい運営をするために、費用の面等どうすれ

ば市民支持が得られるか。 

【進行】どうやったら市民に支持されるビエンナーレになるかについて話し合いたいとい

うことですね。先日、日報の記事に、文化審議会で、ビエンナーレが必要なのかという答

申があったために、この会ができたと書かれていた。そのような説明は、前回の会議では

全くなかった。示されたテーマも行政的なもの。やめたらいいという討議は止めて、どう

やったら市民に支持されるビエンナーレになるかというテーマにしたい。 

ただ、話が大きいテーマになるので、運営方法から話したい。 

【会員】支持しない人は、このまま税金を使っていけば、ますます非支持になる。財団法

人にするのがよいと思う。市民に支持されるかされないかで全ては決まる。施設の方も多

く来られるので、その方たちにも便宜をはかり、また、年寄りに語りかける姿勢が大切。

子どもを無理やり引っ張ってきてもダメ。子どもが見てわかる面白いものを作って、作者

のコメントを手渡しするような作品を選ぶべき。選考委員会の問題ではなく、市民が参加

できる美術展になればよい。質が高くて理解しやすいものというようなコンセプトを作家

に提示する必要がある。作家が、自分のアイデアの勝負だけではなく、インタラクティブ

な方向で、会話するような彫刻を制作してほしいと働きかける。 

【会員】２４回展は、市長が選考委員に入って変わってきたと思う。 

【会員】バスはよかった。彫刻の定義をぶち壊して、これも彫刻なんだと発言してもらう



2 

 

ような仕掛けが必要。 

【会員】バスは、これまで入選しなかったような作品。何度も出品されたことのある彫刻

家の方も、今回はおかしいと言っておられたということも耳にしました。いままでどおり

とするのか、高度なものを打ち破って新しいものを求めるのがいいのかわからない。 

【会員】ヒエラルキーは破られるものだ。 

【進行】選考に関する意見はたくさんあると思います。選考の部分のテーマは難しいし、

個人の感性もあります。審査の方法も考えていくべきだという意見でよろしいですか。 

市民に支持されるためにということで何か意見がありますか。 

【会員】せっかくここまで来たのに、なぜ支持されないのか。どうやったら支持されるの

か話したい。 

【会員】アンチ彫刻家の人は、何か分からない、説明が何もないといわれる。アートは、

自由に見ていただくのが一番いいと思いますが、それでは市民に近づいていかない。私た

ちのガイドツアーに参加した人は、ほとんど彫刻を好きになっていただけるけど、そうい

う機会のない方には、説明があった方がいいと思います。これまでも市の広報に彫刻の説

明が掲載されたが、読んでおられない。 

【アドバイザー】作者の意図が書いてあるとそういうことかと思う。現代彫刻は、抽象化

されているので、作者はどのような表現をしたのかを知りたい。作者の表現の意図を知り

たいと思う。作家が自由に見て欲しいということで、コメントをもらえないなら、賞を選

んだ人のコメントでもよい。みんなが彫刻教育を受けているわけではない。受けていても

分からないと思う。看板などをつけた方がいいと思う。犬の首の彫刻があるが、何でこん

なものがあるのか何らかの説明があった方がいい。違和感だけ感じて通り過ぎるのはもっ

たいない。 

【進行】私も彫刻清掃に参加するまでは、一部の人が楽しむために、税金をあれだけ使っ

てというグループにいた。彫刻なんてしょうもないという人もいる。無駄遣いしていると

いう人もいる。市民の間に温度差がある。子どもたちへの仕掛けについては、ほとんどの

人が知らない。説明の話は毎回しているが、その度に、芸術というのは見て感じるもので

すと言われる。でも、場合によって見て感じられないから今の状態になったと思う。現代

彫刻は分かりにくい。佐藤忠良さんのようなものは、「冬の子どもってかわいいよね」とか

見た瞬間に分かるけど、芸術家サイドの自己満足でずっと続いてきたものが、今に至って

いるのかなと思う。わかりにくいというのは、作者の自己満足で今まできていたのではな

いか。見て感じてくださいというのは説得力がない。 

彫刻まつりのときに、たくさんの子どもが集まって、先生の話を聞いたりオブジェを作っ

たりしたが、子どもがこんなに頑張って作って楽しむかというのを目の当たりにした。 

今からでも遅くないから、市民に溶け込む方法をたくさん考えて、仕掛けをたくさん作っ

てもらったら、無駄でそんなものはいらないという人が尐しでも減って、違うんじゃない

かと思う。 

【会員】子どもに仕掛け、年寄りに仕掛け、作家に仕掛けることが必要。 

【進行】彫刻展の当番の時、デイサービスの方がたくさん来られた。お年寄りの中には、

今まで彫刻の事はまったく知らなかったという人も多いが、説明をするとすごく喜んでい
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ただける。知らないから嫌という人に、いかに仕掛けができるかが大切。いままで、芸術

家だけに目が向いていて、市民に目が向いていなかったのではないか。 

【会員】一度彫刻清掃に参加すると、彫刻が汚れてないか等気になってくる。 

【会員】ものづくりのまちが宇部だと思うので、せっかく宇部にいて、彫刻があってとい

うのをもっと生かして、子どもたちにおろして、皆がそれを繋げて育てていってという動

きをしていった方がいい。ビエンナーレの目的として、観光産業が目的なのか。ビエンナ

ーレは、一時的な観光客誘致の材料ではない。長いスパンでみたまちづくりの財産を、期

間中にこうやって海外の人にも来てもらおうというんじゃないでしょうか。 

【会員】最初の頃と変わってきている。時代によって視点は変わってくる。我々が変えて

いく必要がある。 

【会員】知らないところをもっと市民に知らせてあげるような仕組みと仕掛けをしてあげ

て、子どもの作品はここ、宇部の市民の作品はここ、超一流の作家の作品と一緒に参加で

きるようにして取り込んでいくのがやり易い。また、作品にそれぞれテーマがあって、テ

ーマに沿って子どもたちに絵を書かせたり、それを全国に呼び掛けて、子どもたちを想像

の世界に引っ張っていって、皆が彫刻展に参加しやすくしていくことが大切。 

【会員】彫刻まつりのときに、三人の先生のワークショップをやりました。澄川先生と二

人の作家さんにご指導いただいて、違った素材を使って子どもに作品を作ってもらいまし

た。本当に生き生きした作品を作ってくれて、100 人位の参加があって、親御さんも楽し

んでおられました。彫刻検定も実施しまして、学芸員に問題を作ってもらって、私たちが

ガイドして、彫刻の好きな子どもたちが集まりました。こういう事を、小さいけれど続け

ていくと周りの大人も感化されると思います。 

【進行】地域のお祭りや地域のものを学校に取り入れているところがある。宇部市はそれ

が尐ないかなと思う。学校で認知されていないというところも、何か仕掛けをしていただ

けたらと思います。学校の先生たちに、彫刻まつりのチラシを１万枚くらい配ったが、参

加はゼロ。地域の中からのものというのは、せっかくあるものを知る喜び、教育を受ける

権利のようなものとして、仕掛けも尐しできたらいいなと思う。学芸員もいろいろやって

いるが、１回が１０人、２０人の世界ではなかなか広がらない。何かいい方法はないか。 

【会員】ワークショップも、一般の人の参加が尐ない。参加したら面白いと思ってもらえ

ると思いますが。 

【進行】ビエンナーレが世界に誇るといっても、言っているのは一部の人で、ほとんどの

市民は知らない。市民が誇りに思っているように見えない。 

【会員】関心のない人に何を言ってもダメ。 

【進行】どうでもいい人が多い。税金を使ってもったいないという人は、まだ見てくれて

いるんだと思う。予算的なものは大きいんでしょうか。 

【会員】例えばあるところでは、作家さんに彫刻の制作依頼をしたら２千万円くらいかか

ると聞いてます。それに比べれば、宇部は沢山作品があるので決して高くないと思います。

賞金も最高で５００万円ですよね。 

【会員】税金を使ってと言われるといたたまれなく。市民を巻き込みながら、商売をしな

がら、新人発掘をしながら、あまり税金を使わずにできたらいい。 
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【会員】税金を使ってというので批判がでるのは、リターンが明示できてないから。リタ

ーンというのは、市自体へのリターンと、市民単位で、私にどういうメリットがあるのか

という事がうたわれていないという事がある。リターンがうまく明示できれば、納得する

人も増える。世界３大ビエンナーレですからね。それがすごいかどうかは個人の認識の差

ですが。誰かがすごいというとそう感じる人が増えると思う。 

【進行】それが市民の誇りであるということが、意識の中でそれが値するかどうかという

ところでしょうか。 

【会員】常盤公園を散歩すれば、いいものがあると思われるに違いない。それが市民への

リターンだと思う。 

【会員】彫刻だけにとらわれずもっと広げて、本当に市民のコンセンサスが取れるのであ

れば、そっちにもっていって、この会を立ち上げたことですし、まさか世界の３大ビエン

ナーレとは思わなかった。もっと誇りに思ってもいい。 

【アドバイザー】絵画や映像は親しみやすいが、彫刻は、作るのも大変だし見るのも難し

いということで、学校教育の中でも端っこに置かれている。特に現代彫刻は厳しいところ

がある。彫刻だけでなく、総合芸術祭ということで、彫刻だけの中から選ぶのではなく、

芸術の中で選ぶということも先にはあると思う。税金を使ってリターンがあるのかと言わ

れたときに、宇部は産業のまちなので、まちなかの彫刻や常盤公園の彫刻を整備していっ

て、産業に資するとか観光に資するということを意識した方が、彫刻の展覧会やってます

だけでは繋がりが尐ない。観光として資するには、常盤公園の中をもう尐し整備して、ま

ちの中ももう尐し整備した方がいい。今回の会の打合せで、５０年先の話をするのか、１

０年先の話をするのかということが問題になった。１０年先について話をしたら、尐し実

現性のあるものが出てくると思う。税金から切り離して、独自に運営したらどうかという

のも一つの方法だし、商売するとか、著作権をもっていたらレンタルするとか、それくら

いのセンスを持っててもいいだろうと思う。独立行政法人というか第３セクターにしてし

まえば、それで運営できれば、誰にも文句言われなくて、ボランティアで宇部の環境を整

えていく、そこまで考えて、将来税収は減るだろうし、社会福祉のお金は増えるだろうか

ら、そこら辺を独立してやっていけるかどうかを先には考えていった方がいいと思うが、

１０年先はちょっと無理と思う。取りあえずは、もっとスポンサーを増やすとかそういう

ことからしないと。 

【会員】人を呼べる彫刻とは？例えば竜馬像とか。全国にもあの場所に行ったら写真を撮

るというようなところが何ヶ所かありますが。 

【会員】今人がたくさん行っているのは境港、ゲゲゲの鬼太郎ロード(水木しげるロード)

とか。仙台の青葉通りも尐しおしゃれです。仙台は彫刻家に頼み、それぞれの場所に彫刻

を設置している。宇部はそことは全く違う。成り立ちが煤塵で汚れていたまちに彫刻を置

くことから始まっている。他と同じというわけではない。 

【進行】スタートが観光ではなく、市民のためというところ。もとは市民のためという理

由が、いろいろなかたちで観光に寄ってみたり、なんとなく学校区になってみたり。さっ

き言われたように視点が変わってきているのは事実だろうと思います。どこかで市民の方

では市民のためと思ってないということが出てくる。 
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【会員】そうですね。 

【進行】もともと子供たちのために、いい彫刻を、本物を見せようとはじまった。ところ

がそこは浸透せず、芸術家の登竜門といくら言われても、その登竜門のためになぜ 7000

万円も使わないといけないのかと。 

【会員】そうですね。 

【進行】市民のためなら何も思わないが、わけのわからない物のためと思うと説得力がな

く、税金のことを言ってしまう。先ほどの大きなギャップが出てきていると思う。50 年続

けば財産には変わりない。ではこれがいかに市民のためのものなのか。観光というとまた

全く視点がかわってくると思いますが。外から人が来た時に彫刻を見せようと思ってもこ

こに来るまでにずっと歩かなくてはならない。西駐車場に停めても 30 分の間に彫刻なんて

全く見られない。空港に送って行くのにここを全然見せられない。そのあたりは何にも考

えていない。 

【会員】見せるのにみっともないのだと思う。 

【進行】さわりだけでも見てもらおうと思っても仕掛けもない。例えば熱帯植物館の横に

駐車場があって植物館を見て、ビエンナーレを見て帰れるとか、2 時間ほど飛行機を待つ

間に彫刻を見られるとか。観光に対しては全く無頓着にしていて彫刻は良いと言われても。

観光的に宇部市のアピールも何もできない。ただ、今は宇部空港でも「鳩」がいたりする

ので彫刻のまちと言えるぐらいにはなったかと。そのあたり尐し視点を変えていかないと

いけない。 

【会員】そうですね。 

【進行】市民が他市に対しても誇れるものじゃないとなかなか難しい。要するに外部から

来た人に、宇部に彫刻があるから見てと言えることが尐しでもあれば、まだ救いようがあ

る。見せようにも見せるところがなく、市内を車で走っても彫刻があることを知らない人

も結構いる。 

【会員】彫刻があってもなかなか車も停められない。この角度で見ようにも見る角度にも

制限がある。 

【進行】仙台に行って通りを通ると、とても彫刻が良く見えて全然ちがう感じがする。 

【会員】数が尐ないから。 

【進行】数が尐ないのに仙台は彫刻があると感じる。今まで市民に目が向いてない。 

【会員】箱根彫刻の森に行ったことはないが、インターネットで見ると、大きな著名な人

の作品。何億近く使っている。そういう風に作品をながめる。結局行き詰る。そういうと

ころはある。神戸の須磨にしても。お金をつぎ込むとだめになる。 

【会員】 神戸は宇部と同じようなやり方をしている。宇部に遅れて神戸ですから同じです。 

【会員】そうですか。 

【会員】箱根は観光のコースに入っている。いつも整備してあり、掃除する方もきちんと

いる、彫刻家だけじゃなく間にピカソ館などの絵画館もある。 

【会員】ありますね。いっぱいね。 

【進行】一箇所じゃないので結構有利。次の時にあそこに行ってみようと。 

【会員】札幌も観光のバスが来る。宇部の場合は観光バスが来るわけじゃない。 
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【会員】イベントなんです。それを逆手にとって市民が新人発掘するイベントを新たに視

点を変えて世界に発信する。 

【進行】根本は一部の人が彫刻と芸術性を高めるところ。ここのところは本当に登竜門で

いいと思う。ビエンナーレの格上げというところでとてもいいこと。どう市民に浸透した

り、市民がどう思うかにギャップがある。税金を使ってでも登竜門が宇部市にあったら素

晴らしいと、思える人たちが尐ないところがどうかなと。 

【会員】そうですね。 

【進行】難しいですね。 

【会員】難しいです。 

【進行】ただ、今ここの中の意見ではせっかくこういったものであればなくすべきではな

いし、是非市民に支持してもらいたいということ。色々な支持される意見。今みたいに運

営の方法とか。 

【会員】今あるこの空気が宇部市の財産だと私は思ってる。これをなくすというのは宇部

がつぶれる。そういう危機感を持ってる。 

【会員】過去に受賞した作家さんで、登竜門というからにはそこから先に輝かしい成果を

あげてるわけですよね。 

【会員】その後ずっと。 

【会員】われわれはそこをよく知らない。 

【進行】その後が登竜門ですよって、あとどこにあるのかなというような感じ。 

【会員】そう。 

【進行】その後の追跡、そういうものはない。 

【会員】今年受賞作家さん非常に年齢の若い方が多かったと思う。今後どうなっていくの

か、どういう風に芸術家として発展していくのかを追いかけるような。それもレポートし

ていく。尐し話がもどりますが、作品のわかりやすさわかりにくさみたいな話が出ました

が、作品のわかりやすさと共感を得られるかどうかはあまり関係ないと思う。四国の直島

とか宇部以上によくわからないものを展示しているが観光客は来ている。うちの母親も全

然芸術興味ないが行く。ただ、作品のわかりやすさがどうとかではなく、なにか目のつけ

方なのかなと思う。 

【進行】直島はしかけがうまい。 

【会員】そうですね。 

【会員】あそこはお金かけてます。 

【進行】桁が違う。 

【会員】あそこは企業さんが出資してる。基本的な違いはあると思う。 

【進行】ああいう形のものでもいい見本になる。コンパクトに見れ、宿泊もあり、なんと

なくその気で行く。見るときもその気で行っているのでずいぶん違う。市民もその気で見

てくれるしかけの仕方。 

【会員】やはりわからないという考えを抱いてる人がほとんどでは？ 

【会員】よくわからなかったと。 

【会員】そうそうそう。共通のわからない。 
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【進行】わからないというけど、人間には皆が認めてるものを見る満足感はある。わから

ないからこれがだめだと思ってるのではなく、あーわかる人がいるんだと思って見る、絵

でもなんとなくわからないけど、あれがピカソって言えば良いような。ピカソもすごく写

実的なものも描いているから、上手な人が描いていると思って見ると尐し満足する。もと

もと下手な人が描いたら満足しないあたりの違い。 

【会員】初めて箱根に行った時にピカソ館に入り、青の時代というすごく素敵な絵を描い

ていたと知ってピカソを認めた。あんな変な絵は絶対に嫌と思っていたけど。人間は食わ

ず嫌いってあると思う。なにかのきっかけでパッと目覚める。 

【進行】税金が無駄だって言ってる人は関心がある人なのかなと。 

【会員】逆の感じ方の人。 

【進行】アンチ巨人と同じような。むしろ全く無関心な人はどうするか。 

【会員】無関心な人は、未だにときわ公園の入場料はいるのか？と言う。 

【進行】未だに入場料がいると言ってる人がいる。何年来ていないのだろうと。 

【会員】真剣に聞く。 

【進行】それと無料では価値を見出せないというメンバー。無料で見たり入れるのではな

んとなく価値を見出せない。逆にお金をとるとまた入らない。そこの色々な展覧会で絶対

に無料ですかと聞かれる。無料と言うと入る。また、はじめからお金いくらですかと来ら

れる方もいらっしゃる。 

【会員】無料だと、「手」を偽物だと言う人もいるんですよね。 

【会員】言われます。高村光太郎の「手」。守衛の「女」。 

【進行】本当に捨て台詞のように言われた奥さんもいらっしゃる。ご主人に説明していた

ら、「早くおいで、こんな所に本物があるわけない。偽物よ。」「偽物を見てどうするの。」

と言われた。違いますと思うけれど、その人が悪いわけではなくて、当然無料で入れたら

偽物しかないという感覚もある。ビエンナーレの時にそういうところは何か考え方もある

かと。有料にすればいいわけではなく、どのように価値をつけるかというひとつのチャン

ス。 

【会員】見方が変わるというチャンスでもある。だけどそれに気付くこと無しに終わって

しまう人もいる。 

【会員】むずかしいです。 

【進行】色々な仕掛けをしてるけれど、市民に浸透していないのは事実。 

【会員】ライトアップは今年が初めてでした？ 

【会員】去年か、その前にもやったことがある。 

【会員】ライトアップで見られる彫刻と昼間見るのとは、反応はだいぶ違う？ 

【会員】違うと思う。 

【会員】見られる時間が長くなるから？ 

【進行】いいえ、ときわファンタジアの影響も。ときわファンタジアはあまりにも狭くて

30 分で見て帰れるから、駐車料金がいらないとよく聞く。だから全く宇部市にはお金がお

りなくてお金は全く生まない事業。彫刻ライトアップも見るのは 30 分くらいで駐車料金い

らない。寒いからスッスッと行って帰るから 30 分。それがいけないわけではないけど、税
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金を投入したらいいというわけではなく、支持されるかどうかわからないけどある程度お

金を生むということも考えてもいいかと。その分が運営費に回ってるとか。来てもらうし

かない。 

【会員】世界 3 番であることと駐車場代払わなくていいという話は全くイコールではない。 

【進行】でもそれが市民の意識。 

【会員】なんか宇部の市民はただが好きみたい。 

【進行】だからそこが逆だろうと。結局駐車場代を払わなくていいことが。 

【会員】すごいことだということがどこまで下ろせるのか。下ろしてあげて、次この 2 年

に 1 度この機会じゃないと見ることができないという確信。 

【進行】開催までの 2 年間の期間を次のビエンナーレの価値をいかに高めるかいうことも

ある。ただ彫刻が次まであそこに彫刻があったりそのまま置いてあったり。あのへんもよ

く私達も知らないまま。前回の説明で随時なくなっていきますみたいな感じがあるが、あ

のへんがよくわからなくてよく市民がわからないままにずるずるずるずるっと行ってるよ

うな気がする。 

【会員】みんなで盛り上げないといけないという機運を上げる方法を世界で 3 番目でいい

のかというような話でいけば、出していったら。ビエンナーレやってますと言っても、ビ

エンナーレって何という人もたくさんいる。 

【会員】散歩している人たちに何か働きかけをして情報を伝えてもらうという方法はない

か。毎日毎日公園の中を歩いて見ている。そういう人たちを使って何か伝えることはでき

ないか。 

【進行】市民参加というのが出てきてると思う。市民がビエンナーレに参加していく部分。

市民参加は市に言わせると「市民の好きな彫刻」の投票が、市民参加ということとしてい

る。説明を受けてビエンナーレ開催中いろいろやっていると思うが、1 回が 20 人とか十何

人とか、市民全体でという感じはない。50 人だと多い。市全体の規模になるとかどうにか

ならないか。 

【会員】たとえばですね、こどものビエンナーレはどうか。真剣になって考える必要があ

るんじゃないか。そういうものが程度の低いなんてナンセンスな発言はない。 

【会員】以前ときわ公園で「動物粘土」コンクールというのがあった。それがこどもビエ

ンナーレのような感じだった。何かこどもに作らせるのが情操教育でもある。 

【進行】なくなったでしょう？ 

【会員】なくなった。 

【進行】だんだん減った。○○さんがしていた時はいろいろありました。トーテムポール

作ったりとかありました。 

【会員】ありましたね。 

【進行】粘土細工したり。 

【会員】絵画とか。 

【進行】それは今なくなってきている。トーテムポールは学校で作って猿のところに順番

に立てたりして、こどもたちがときわ公園に行くしかけみたいなものがあった。その時に

あったそういうものが無くなっているのは確か。がんばって旗を振る人がいないとそれは
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無くなってしまう。 

【会員】子どもが出てくる時に親も出てくる。おじいちゃんおばあちゃんも出てくる。 

【進行】しかけをすると全然違う、今だったらシニアクラブの人とか宇部祭りにすごい人

数出ている。元気であれだけのパワーがある。そういう人たちの団体に働きかけて、ビエ

ンナーレの時に関わるような。ビエンナーレって自分達だけ近くの団体さんだけがやって

る感じがある。それを既存の団体さんに声かけをしてなんらかのしかけをすると尐し違う

かも。自分に関係ないものにしてしまわない。 

【会員】そうそう。そうですね。 

【進行】実際にされると、自分が関わると批判的な目ではなくて何かしようと思う。尐な

い人数でやるんじゃなくて、ボランティアとか多い人数でやる。 

【会員】みんなちょっとずつ。 

【進行】個々には難しいが、色々な団体的なものを引っ張り込むようなしかけがあるとい

い。 

【会員】シニアグループ、彫刻の方でしませんかとかね。 

【進行】そうそうそう。是非。ええ。そういうしかけがあると関わると。 

【会員】目が違う。 

【進行】目が違う。見る目が違うかと。ひとりひとりは難しいけれど、まず最初に既存の

団体、彫刻に関係あるところっていうのがもうあるわけで。そうじゃないところを尐し巻

き込みながらのことができたらちょっと違う。 

【会員】そうですね。散歩にしても、彫刻をめぐるウォーキングみたいな題材にすれば、

こじつけみたいでもいいから全部ビエンナーレに関係させていく。 

【会員】そうそう。 

【会員】やってるんですよ。 

【会員】いろんな段階踏んで。 

【会員】そう。そう。スタンプとか。ここにもありましたね。 

【進行】目に見えるもの？ 

【会員】はい。例えば写真クラブとか宇部市内に何個かある、彫刻の写真をとってコンク

ールをする。今もあるのかもしれないですが。 

【会員】あります。やってます。いくつかの団体来られますよ。 

【会員】それを巻き込めるようなたてつけにして、各団体がそれぞれでやってるととても

その団体の枠を超えられない。例えば市が主催する写真展とか UBE ビエンナーレが主催

する写真コンテストとか、それで上位に入賞した方は、たとえば作家さんの作品集に写真

が掲載されますとか。なにかしらポジティブなことがあるといい。 

【会員】ときわ公園の写真コンクールはあります。去年もありました。その中に彫刻の作

品もあることはある。 

【進行】例えば今どういうものがあるのかをちょっと整理してみてそれをひろげていく。

新たにあれもこれも作りましょうといつもやってますが、既存のところをちょっとひろげ

てもらっただけで、今言われた写真展、写真をやってるなら、それが何で広がらないのか、

広がらないものをどうやって広げていくかの話のほうが早い気がしますね。 
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【会員】そうですね。 

【会員】あの。申し訳ないんですが、長期的な計画です。財団法人化は。 

【進行】そのへんがちょっと。       

何か新しいことをすると新しいものをつくらなきゃと思ってしまったりしてしまうんです

が、やりますと言われてもわたし達は知らないわけで。だったらそれを知ってもらうしか

けを作らないと、そうするとたとえばわたし達みたいに、もっと広がるかもしれません。

彫刻清掃したら 3000 人集めなきゃいけないと言われ、3000 人の掃除はとても大変ですが、

はじめは個々にそれぞれ彫刻の里親みたいな感じでやってもらったらいいねと、でもなか

なか広がらなくて人は集まらなかった。今はチラシを配ったら今まで興味の無い人がある

程度の人数が集まってくるわけです。やってるところのものをつぶさないで同じこと何回

も繰り返すというのもひとつの手かなと思う。子供たちのトーテムポール作ってたのが今

まで続いていたらすごかった。 

【会員】続けば。 

【進行】続けば。だから先ほど先生が言われた様に 10 年後ということがあればまた展望的

には、新たに作るよりは今あることをどんどんやっていくのがいいと思う。 

【事務局】すみません。時間があと 10 分です。そろそろまとめの方に。 

【進行】では、まとめの方で、皆さんのご活動。市民から出て、今ここに集まってる人は

ビエンナーレがなくなればいいと思っている人は一人もいなかった。ただし問題はたくさ

んあるよという意見だった。続けるためにはたくさんの問題があり、意見として今とりま

とめしてるということです。河口さんがすごく大変だと思うんです。好きなことをみんな

が言ってますから。 

【会員】書くのに精一杯で。 

【進行】もしよかったら、【会員】さんからひとことずつ最後にちょっと 10 分なのでひと

りが 2 分くらいは使えると思いますのでどうぞ。 

【会員】UBE ビエンナーレと、今名前が変わってビエンナーレと国際的になってきてるん

ですけども、それをやはり宇部市民が認識できてないっていうのが一番悲しいことで、私

共ガイドすることによって尐しでも皆さんに理解をしてもらう。理解とまではいかなくて

も、宇部ってすごいんですよってことを知っていただきたいという思いでしてるんですが、

それがなかなかまだ広がりが出ないって言うのがとても残念です。でも宇部市は、ときわ

公園に彫刻を、彫刻展を私共が見る時に本当に宇部って素晴らしいなとすごく思う。すば

らしいこのときわ公園で彫刻展をするということがどれだけ宇部市民にとってすごいこと

なのかというのを本当に皆さんに知っていただきたいという思いが一番です。それだけで

す。 

【進行】【会員】さんないですか？ 

【会員】はい。わたし書くのに一生懸命でまとまってないんですけれども。 

【進行】ごめんなさいね。この会みんな好きなことを言いますから。 

【会員】いえいえ。方向性として最後のほうで出てたその今やってる取り組みをどう盛り

上げていくかっていうのはすごく賛成なので、まあ今まずどういう取り組みがあって、じ

ゃあそれにどうテコ入れができるのかというのはまだ発展的な感じ多いですけど。今展覧



11 

 

会とかもおそらく各団体が自腹でその会場とか借りて、そこで展覧会やって、仲間内で宣

伝してっていう感じでやってると思うんですが、そこが例えば場所代がかからない集客も

ある程度行政の補助が使えるとかいう方法が打ち出せれば、いろんな団体が参加してきて、

結果的にその大きなひとつの展示会になってみたいなことも作れるのではないかと。ある

程度の規模があるとまあ当然集まる人も増えると思うので、今あるものとミックスする、

ひっつけてこうちょっと盛り上がりを作るみたいなのも考えてみるべきかなと思いました。 

【進行】【会員】さんは？ 

【会員】わたしは、将来的に何回も言いますが、経済的に独立してさらに UBE ビエンナ

ーレの発展を望む。そういうことですね。 

【進行】【会員】さんは・ 

【会員】 僕は世界３大でちょっと大分びっくりしたんで、これはもっともっと財産で維

持すべきだというのと、本当にもっと市民にわかりやすくなんとか全国にもっと売り出す

っていうのであれば、もう 2000 万、3000 万とかそんなこまいこと言わずに、もっと大き

いお金をかけてほんとにシンボリックなもので、今年 1 年はこれで勝負するんだというよ

うな今のサイズから 4 倍くらいのサイズの、これが宇部の新たなビエンナーレのシンボル

のようなものを作られて、世界 3 大にふさわしいと言われるものにすれば、おのずと目が

向いてくるんじゃないかと思う。それが一番分かりやすいのかなと。同じようなサイズの

ものがいっぱいあるにはあるんですけど。 

【進行】サイズは小さくしたんですよね。 

【会員】作家が賞に入って買上げの時はいいけれど、賞に入らないで自分のアトリエに持

って帰らなくてはいけない時にどうしようもないという意見もあった。宇部にしても、ま

ちなかに置くのにあまり大きいと置き場所に困る。そういう事情があってのこと。これ以

上もう大きくなるっていうことは無いんでしょう。本当お金がかかるんです。 

【会員】今年にいたってはちょっとこれだけですっていう大きなものを。 

【会員】今ミニチュア作っている。コンピューターでデータをとって、液晶で見て審査す

るというのも考えられるわけですよね。 

【進行】わたし子供会をしてるんですけれども、子ども達って面白いなと思ったのが、い

ろいろなものに出て出てと言うと、嫌って言うんです。でも彫刻まつりの時に、澄川先生

はすごい先生で、2 度と来ないし 20 人しか募集してないから早く応募しないと入れないよ

と言うと途端に 20 人越えたんです。子どもだけじゃなくて大人もその心理があって、大人

にも出てね、人がいないからお願いねって言う時は全然だめだったのが、同じように言う

とうちの校区と手をあげる。お断りをしければいけないくらいの人数になる。それはここ

のヒントになるかと、あれ欲しいという人の心理です。結局大井先生も行きたいと 20 人が

30 人くらいになった。チタンでやる時も、チタンも日頃だったら絶対できないというと、

大人でも触手が動く。ビエンナーレの中でそういうしかけがみんなの知恵を出して出てく

るといいと思います。例えば先着何名しか見られないとかいうことがあると結構チケット

が売れたりする。テレビでもチケットを売る時に、1 日で完売しそうですとか、すると私

も一生懸命ネットでチケットを買おうとしたり。それは人の心理をついたしかけ？それが

直接あてはまるとは思わないけれど、人の関心を買うというところでいろんな人の知恵を
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出すとまだまだのびるヒントがあるかなと。 

 

＜ここで終了＞ 

 


